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店舗の「Panasonic�shop�街の電器屋
さん」の事業承継を継続支援する事業
承継の専門家を講師に招き、事業承継
セミナーを開催します。
　どなたでも参加可能です。事業承継
を進めるためのポイント、経営戦略策
定方法等、皆さん一緒になって勉強し
ましょう！
■ 日時　7月12日（金）
　　　　16：00 ～18：00
■ 場所　大槌町文化交流センター　　
　　　　「おしゃっち」多目的ホール
■ 受講費　無料
問 大槌商工会青年部 事務局
　 ℡ 0193-42-2536　

大槌農業振興地域整備計
画の定期見直しについて

　大槌町産業振興課では、本年度、大
槌農業振興地域整備計画の定期見直し
を行います。
　所有している農地が農用地区域に指
定されている場合、当該農地を他の用
途に使用するためには、農業振興地域
整備計画に係る除外の手続きを経る必
要があります。
　御自身の所有している農地が農用地
区域に指定されているかどうか確認し
たい場合、または農用地区域の除外を
行いたい場合には、下記担当にお問い
合わせください。
問 大槌町産業振興課 一次産業活性化班
 　℡ 0193-42-8717
 　FAX 0193-42-3855

プレミアム付商品券の
販売について

　消費税率引き上げによる子育て世帯
などへの消費に与える影響緩和を図る
ため、プレミアム付商品券の販売を予
定しています。対象者には７月ごろから

順次ご案内します。
■ 対象者　①②いずれかに該当する人
　①�住民税非課税者（基準日は平成 31

年１月１日。住民税課税者と生計
同一の配偶者、扶養親族、生活保
護受給者などを除く）

　②�平成13 年４月２日～令和元年９月
30日生まれの子がいる世帯主

■ 販売価格
　購入できる人１人につき２万円
※�販売価格に5,000 円上乗せした２万
5,000 円分使用できます。

■ 販売開始日　９月下旬予定
■ 使用開始日　10月１日（火）
問 産業振興課 商工観光班
　 ℡ 0193-42-8725 

おおちゃん花くらぶからの
おしらせ 

　大槌町の玄関口にあたるバイパス花
壇では、今年も次々と花が咲いてきて
花と緑を楽しみながら活動しています。
　お手入れ会は、毎月第 2日曜日の午
前中に行っております。
　どなたでもご参加いただけます。
　また、宿根草のジャーマンアイリスを
お分けできますので各地域や町内会な
どでご希望の方は先ずご連絡ください。
■ 締切　7月30日まで
問 おおちゃん花くらぶ　阿部
 　℡ 080-6006-0974

森林所有者のみなさんへ

　植林した森林の手入れができず困っ
ていませんか？
　岩手県では「いわての森林づくり県民
税」を活用して、公益上重要でありな
がら、手入れの行き届いていない人工林
（スギやカラマツなど）を所有者のみな
さんに代わって間伐しています。

　詳しくは、沿岸広域振興局農林部（℡
0193-25-2704）まで

吉里吉里海岸海水浴場に
ついて

　当町、岩手県及び吉里吉里地区にお
ける海水浴場開設関係者と、同海水浴
場の開設について協議を行ったところ、
同海水浴場付近に駐車場等の設置が困
難なことから、今年度は開設を見送る
ことといたします。海開きを楽しみにし
てくださっている皆様には、たいへん恐
れ入りますが、何卒、御理解ください
ますようお願い申し上げます。なお、来
年度以降は、その開設を目指して参り
ます。
問 産業振興課 商工観光班
 　℡ 0193-42-8725

消防士（男性・女性）を
募集します

■採用予定人数　３人程度
■�募集期間
　�７月22日（月）～８月22日（木）（８
月22日必着）

■�第一次試験日
　令和元年９月22日（日）
■�試験会場
　�釜石消防署庁舎3 階　災害対策室
（筆記試験・作文）
　双葉小学校校庭・体育館（体力測定）
■�採用予定年月日　令和２年４月1日
※�釜石市及び大槌町のホームページか
ら受験申込書等がダウンロードでき
ます。申込方法など詳しくはお問い
合わせください。

問  釜石大槌地区行政事務組合消防本
部 総務課　℡ 0193-22-1641

募 集

問 税務会計課 課税班
　 ℡ 0193-42-8711

国民年金保険料免除等の申
請について

　国民年金保険料が納め忘れの状態
で、万一、障害や死亡といった不慮の
事態が発生すると障害基礎年金や遺族
基礎年金を受けられない場合がありま
す。経済的な理由などで保険料を納付
することが困難な場合には、「保険料免
除制度」「納付猶予制度（50歳未満）」「学
生納付特例制度」があり、令和元年度の
申請を７月から受け付けていますので、
申請される方は手続きをしてください。
　また、前年の所得で審査されますの
で、未申告の方は申告をされますようお
願いします。
■ 申請場所　町民課国保年金班窓口
■ 申請に必要なもの
　①基礎年金番号のわかるもの
　（年金手帳・納付書など）
　②印鑑
　③�雇用保険受給資格者証または離職
票の写し（失業等により申請を行う
場合のみ）

問 宮古年金事務所  ℡ 0193-62-1963
　 町民課 国保年金班  ℡ 0193-42-8713

「事業承継セミナー in 大槌」
の開催について

　大槌商工会青年部では、全国 8,000

令和元年度後期高齢者医療
保険料・介護保険料について

　令和元年度後期高齢者医療保険料及
び介護保険料決定通知書を今月中旬に
送付します。
　特別徴収（年金からの天引き）の方に
は「特別徴収開始通知書」が同封され、
年度途中で資格取得された方や年金額・
保険料額等により年金から天引きにな
らない方は、普通徴収（納付書払）と
なります。出納室窓口や金融機関、コ
ンビニエンスストア（納期限内）にて納
付してください。
　普通徴収の方は、納め忘れがなく安
心で便利な口座振替をご利用ください。
　手続きについては、通帳と届出印を
ご持参の上、金融機関にてお申し込み
ください。
■ 後期高齢者医療保険料について
　町民課国保年金班　0193-42-8713
■ 介護保険料について
　長寿課介護班　0193-42-8161

各種保険証等の
更新について

　下記保険証等は８月１日で更新となり
ます。該当する方には、今月中旬から下
旬にかけて郵送されます。
①医療費受給者証
　�（子ども・ひとり親家庭・すこやか子

お 知 ら せ 育て・重度心身障がい者医療など）
②国民健康保険高齢受給者証
　（国民健康保険加入者で 70 歳以上）
③後期高齢者医療被保険者証
④�後期高齢者医療限度額適用・標準負
担額減額認定証

※�①については、更新した受給者証と
交付（更新）申請書が郵送されます
が申請書の記載内容に変更がある場
合や大槌町にて所得等の確認ができ
ない方（転入など）のみ７月中に申請
書を提出してください。
※�更新された保険証等が郵送されない
場合はお問い合わせください。

問 町民課 国保年金班
 　℡ 0193-42-8713

国民健康保険税納税通知書
を送付します

　国民健康保険税は、国民健康保険の
加入者（被保険者）を対象に、医療費
をお互いに負担し、支え合うための財
源になります。税額は、前年の所得、
被保険者数、加入期間、資産などに基
づいて計算した世帯ごとの合計額で、世
帯主が納税義務者になります。
　納付方法は、世帯の被保険者の加入
状況、年金の金額などで異なり、①特
別徴収（年金からの天引き）②普通徴収
（納付書払または口座振替）③特別徴収
と普通徴収両方の場合があります。
　期別及び納期限をご確認のうえ、納
付いただくようお願いします。

【19日、23日】まる・まるネックレス作り
　　　　　　　 手仕ごと絆フェア
　　　　　　　  10時～ 川徳１階（参加費 300円）
【26日】オリジナル・フォーマルハンカチを作ってみましょ。　
　　　　 10時～12時　沢山自治会館（参加費 300円）
【29日】紫波大槌会の方々と交流会

７月の手作り教室のご案内

《お問合せ》おおつち おばちゃんくらぶ（かわらはた：090-7074-0174） 

手芸教室 

ワーク
ショップ

【８日、22日】手芸教室　10時 ～12時　旧）植田医院
【10日、24日】手芸教室　18時 ～21時　おしゃっち

1617 O T S U C H I  T O W N広 報 お お つ ち  2 0 1 9 . 7


